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はじめに 

日本の独占禁止法は、第 2 次大戦後の占領下にあった 1947 年に、アメリカ占領軍当局の

指導のもとで制定された。そのため同法は、アメリカの反トラスト法を模範として制定さ

れた。そして、今日に至るまで日本における競争政策の基軸をなす重要な役割を担ってい

る。 

日本の独占禁止法がアメリカ反トラスト法の系譜に連なることが認められる一方で、ア

メリカでは反トラスト法と呼ばれ、日本では独占禁止法と呼ばれているように、その通称

は異なっている1。通称が異なる理由は、それぞれの法律の成立の背景に関係している。ア

メリカにおいて、連邦レベルで最初の独占禁止法であるシャーマン法が成立した 1890 年当

時、スタンダード・オイル社が始めた「トラスト」と呼ばれる形態の独占が主流を占めて

いた。シャーマン法は、この「トラスト」の規制を主たる目的として制定されたのである。

以降、アメリカでは「独占」は「トラスト」と呼ばれるようになり、したがって、これを

規制する法律も反トラスト法と通称されるようになったのである。このようなことから、

                                                   
(1) では、正式名称はどうだろうか。アメリカの独占規制行政の基本法であるシャーマン反トラスト法の

正式名称は、”An act to protect trade and commerce against unlawful restraints and monopolies” である。日本の

独占禁止法の正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」であり、その英訳は法務省

の「日本法令外国語訳データベース」（http://www.japaneselawtranslation.go.jp/（2011 年 8 月 4 日現在）によ

ると、”Act on prohibition of private monopolization and maintenance of fair trade” となっている。両法ともに

「トラスト」の表記はない。共通しているのは、独占を「モノポリー」と表わしていることである。 
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本稿においてはこれ以降、日本の場合は「独占禁止法」と表わし、アメリカの場合は「反

トラスト法」と表わすこととする2。 

 独占禁止法が反トラスト法を模範として制定されたにもかかわらず、その通称が異なる

ことからも分かるように、日本とアメリカでは、独占禁止法が必要とされた歴史的背景が

大きく異なっていた。アメリカでは、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけての企業合同運動の

結果、市場における自由競争の確保が困難になり、これを解決するために反トラスト法が

制定された。一方の日本では、戦後の占領政策のなかで、財閥解体など経済民主化政策の

一環として独占禁止法は制定された。このように、アメリカと日本では経済の実態が異な

るにもかかわらず、アメリカの反トラスト法を参考にして作られた法律によって、日本に

おける経済活動の自由の確保を目指したのである。 

成立の背景が異なる反トラスト法を参考にして独占禁止法が制定されたために、日本で

は、独占禁止法が制定されたのちの運用面において様々な不都合が生じた。その結果、日

本の実態にあわせて法律の改正が行われている。たとえば、不況カルテル、合理化カルテ

ルの容認といった法律改正などをあげることができる。このような改正がなされた一方で

変わらない点もある。それが、公正取引委員会である。同委員会は、アメリカの連邦取引

委員会と類似の独立規制委員会3
 であり、独占禁止法には制定当初からその設置の規定が盛

り込まれていた。 

反トラスト法と独占禁止法という、成立した国や時代、経済規模など、様々な背景の異

なる二つの法律は、それぞれ連邦取引委員会や公正取引委員会を持っている点で共通点が

ある。しかし、公正取引委員会は、独占禁止法の制定過程において、その設置や権限、職

務内容の決定をめぐって多くの議論がなされ、その設置を決めるのが容易でなかったこと

が確認できる。 

公正取引委員会の設置に関する規定を独占禁止法に盛り込む際の議論を検討することに

                                                   
(2) ちなみに、EU では独占禁止法は「競争法」（competition law）と呼ばれており、表現ひとつをみても、

独占規制の背景には各地域で異なる背景があることがうかがえるのである。 
(3) アメリカにおける独占規制を特徴づける行政委員会は 19 世紀イギリスにおける鉄道規制に起源をもち、

とくにアメリカで発達した制度である。アメリカにおいては、この機関は特定の経済領域などにおける企

業活動の規制を目的として設置された経緯から、「独立規制委員会（independent regulatory commission）」

と呼ばれている。アメリカの独立規制委員会は、19 世紀末に、経済的地位の乱用がめだつようになった

鉄道産業に対する規制を目的として設置された「州際通商委員会」に始まる。州際通商委員会による規制

が大きな実績をあげたことから、その後、他の産業領域の規制にも同様の委員会が設けられた。これらの

独立規制委員会は規則を制定する準立法的機能、争訟を裁定する準司法的機能をあわせもち、行政機関で

ありながらも、大統領から独立した地位を占めることとなった。たとえば、アメリカの証券取引委員会も、

独立規制委員会の一種である。 
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より、連邦取引委員会のみならず独立規制委員会の特徴について、より明確にすることが

できると考えられる。しかし議論を明確にするために、この検討課題に立ち入る前に、関

係する事実関係を整理することが必要であると考える。したがって、本稿では、連邦取引

委員会の設立に至るアメリカの独占規制政策の経緯を整理し、独立規制委員会の特徴を確

認する。続いて、日本において独占禁止法が制定されるまでの背景と経緯について確認す

ることにする。 

 

第１章 アメリカにおける初期の独占規制－19世紀末における状況 

ここではまず、日本の公正取引委員会のモデルとなった連邦取引委員会が設置されるま

でのアメリカの独占規制の歴史について確認する。 

 

１．初期の独占問題 

連邦レベルでは初めてとなる独占一般の規制を目的としたシャーマン法が成立するのは

1890 年のことである。シャーマン法が成立したのは 1890 年であるが、独占と独占による被

害は、同法が成立する以前からアメリカでは社会問題となっていた。そうした問題は、主

としてイギリスに由来するコモン・ローにもとづいて、各州のレベルにおいて裁判を通じ

て解決が図られた4。つまり、問題となった独占は、買い占めや取引制限などによって生じ

るヨーロッパにおいて古くからみられたタイプの独占であり、したがって、コモン・ロー

という既存の枠組みによる解決が可能だったのである。 

コモン・ローにもとづく裁判ではどのような判決が下されたのか。たとえば次のような

判決の事例があるが5、これらを見る限り、ここで問題とされた独占は、その範囲や規模と

もに、のちに現れる独占と比べても、かなり限定されたものだったことが分かるのである。 

事例 1（1875 年、イリノイ州。79 Ill., 346 ）．コモン･ローのもとでは、取引制限のため

の契約は、公序良俗 (public policy) に反するゆえに無効である。 

事例２（1880 年、オハイオ州。35 O.St., 666）．部分的な取引制限を目的とするあらゆる

                                                   
(4) すでに数州において独占禁止法が制定されている例もあるが、この場合も、独占を認定する基準とし

て、コモン・ローに依拠している場合が多い。水野里香「シャーマン反トラスト法の成立(1890 年)」『エ

コノミア』54(1)、2003 年、pp.33-34. 
(5) 独占の問題がアメリカ国内で広がりをみせるようになると、1900 年に、連邦議会で独占に関する調査

委員会が設置された。これが有名な産業委員会による膨大なレポートであり、そのなかに、コモン・ロー

にもとづく判決の事例が掲載されている。本文で列挙した事例は、このレポートに依拠している。U.S. 

Industrial Commission. Trusts and industrial combinations, statutes and decisions of federal, state, and territorial law: 

together with a digest of corporation laws, applicable to large industrial combinations (The commission's reports; v. 

2). Washington, D. C., 1900. 
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契約は公序良俗に反しないが、全般的な取引制限は公序良俗に反するがゆえに、無効

とみなす。 

なお、この点について判例は、両者を区別する境界線について非常に曖昧な判断を下し

ている。公序良俗とは、取引における競争を好ましいものとし、最終的には商品ができる

だけ安価に消費者に提供されることを意味する。したがって、市場価格を引上げる傾向を

もつような独占は否定されたのである。 

事例３（1887 年、イリノイ州。121 Ill., 530）．一般原則では、部分的取引制限は有効と

みなされる。しかし、公共事業に従事する法人企業にはこの原則は適用されない。

このような企業によってなされる私的な契約は、公共の利益にとって有害であるた

めに無効とする。 

以上は、シャーマン法が制定される以前のアメリカ国内における独占問題の一例である。

なお、裁判所による被害の救済であるが、コモン・ローでは、実際の被害額の３倍に相当

する賠償、すなわち「三倍額賠償」(treble damage remedy)の請求を個人について認めるとし

ていた。また、のちのシャーマン法との関連でいえば、裁判所による被害の救済は上述し

たような損害賠償ないしは差止命令に限られており、コモン・ローは刑事罰による規定を

持たなかった6
 

コモン・ローによって独占の問題が解決できるような状況のときは問題はなかったが、

19 世紀末頃になると、アメリカ国内における産業の発展にともなって、独占問題は、各州

レベルで解決することが困難になっていった。 

  

２．巨大企業の生成と独占―鉄道の発展 

 ここでは、連邦取引委員会のモデルとなる鉄道規制を目的とした州際通商委員会が、ど

のような背景のもとで設置されるに至ったのかを確認するため、アメリカにおける最初の

巨大企業である鉄道産業の発展と、そこでの規制について確認する7。 

 

                                                   
(6) 一部例外的に、シャーマン法が成立する以前にも、州制定法のなかに刑罰の規定を持つものがあった。

そして、州法レベルでの刑罰規定は、シャーマン法が制定されてのちにその数を増した。 
(7) この項における記述は、拙稿「アメリカ合衆国における州際通商委員会の設立(1887 年)－独占規制政策

における意義と役割」『国際交流研究』(11)、2009 年、pp.215-238.を参照している。また、基本的事実に

ついては、Glenn Porter, ed, Encyclopedia of American economic history, 3vols, New York : Scribner, 1980. を参照

している。 
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鉄道建設と鉄道の発展 

 交通網の整備は産業の発展に不可欠であり、産業の発展とともに交通手段の技術改良も

行われた。順序をおって、交通網の発展の経緯をみてみよう。最初は徒歩による移動手段

が、やがて馬車が用いられるようになった。それとともに、荒れた道を使用することによ

る荷崩れを防ぎ、運搬をスムーズに行うために道路が整備されるようになった。また、船

を使用して川を下ることによって、より迅速な移動が可能になった。水運は、蒸気船の実

用化や運河の建設などによって、さらに発展した。しかし、いずれの移動手段も、移動場

所が限定されるなどの限界があった。そこで、国土の広大なアメリカにおいて、河川より

も立地に制約のなく、より早く大量に人や物を運ぶことのできる鉄道の登場は、おおきな

意味をもった。鉄道は、建設費、維持費の点において、運河よりも割安で、地勢による影

響をあまり受けず、また、利用しやすく、迅速で、悪天候でも運行が可能であった。 

1825 年に世界初の営業鉄道がイギリスで操業を開始してから、その５年後、ボルチモア

－オハイオ鉄道（Ｂ＆Ｏ）が、当初区間 13 マイルから営業を開始した。東部沿岸地域で商

売を行なっている者たちは、西部地域の生産物を何とか手に入れようとし、開拓地からの

商品を大量に扱う商人は、より安価な輸送手段を欲した。ほどなくしてアメリカ合衆国は

鉄道建設で世界の先頭に立つことになった。1840 年までにアメリカの鉄道は、3300 マイル

の鉄道路線を有し、運河の総マイル数に並んだ。1860 年までには、鉄道の総マイル数は、

30,636 マイルに達し、州をこえて行われる州際通商は、外国との取引以上に活発になって

いた。 

 運河は多くの場合、州が所有していたが、鉄道は、一般に私的法人企業によって所有さ

れていた。そして各州は、しばしば助成金を交付するなどして、鉄道建設を奨励した。国

内産業の発展を後押しした鉄道は、いわば半官半民的な性格を帯びたものだった。実際、

1870 年までに、市当局と州は、国内の鉄道において尐なくとも５分の１の建設費用を負担

していた。一方、連邦政府は、1850 年以前は鉄道に対する援助を控えていたが、ミシシッ

ピ川に平行して走る鉄道に用地を確保し提供するなどした。1857 年に完成したシカゴから

ニューオーリンズを結ぶイリノイ・セントラル鉄道における建設費のおよそ６分の５が、

連邦公有地を抵当に入れて賄ったものだった。 

このようにしてアメリカにおける鉄道は、行政による援助のもと、急速にマイル数を伸

ばしていったのだった。 

1865 年に南北戦争が終わると、北東部の４分の１を蜘蛛の巣状に覆った鉄道路線は、国
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土全体にまで広がっていく。1897 年には、1,158 の鉄道会社が主要鉄道線路の 183,000 マイ

ルの営業を行うようになっていた。鉄道会社の側でも長距離輸送を円滑に行うために、様々

な工夫をこらした。鉄道各社はレールや車両、連結部分の規格を標準化し、安全装置を導

入した。1883 年には、54 もの異なる標準時を 4 つの標準時に移行させた。鉄道会社間の積

み荷を積んだ車両の切替えは、1870 年代までには船荷証券利用によって円滑になり、1890

年代には、オハイオ州とミシシッピ川によって区切られた東部、南部、西部の３つの主要

な地域内で統一の貨物区分を用いることによって、さらにこれが整備された。 

一方で、鉄道線路が増えるとともに、鉄道会社は州や連邦の議会との関係を深め、鉄道

問題は政治問題化していったのである。 

 

輸送価格の差別化と各州における鉄道規制 

鉄道各社は、他社と競合する路線のある地域では割引運賃、そうした路線のない地域で

は割高の独占的運賃をそれぞれ設定していた｡19 世紀後半に入り、不況に伴う競争の激化か

ら運賃の値下げ競争が限界に達すると、｢プール｣と呼ばれるカルテルを組織し、加盟会社

間で営業路線の割り当てを実施するようになった｡さらに、それでも不十分であることが分

かると、今度は合併という手段に訴えた｡ 

 このように鉄道会社による収益確保を動機としたさまざまな行動の結果、アメリカにお

ける鉄道運賃はきわめて複雑で、かつ差別的な構造になった｡このため、事実上の独占によ

って割高な運賃を適用された地域の反発は大きく、鉄道を規制しようとする動きが生まれ

た｡ 

 1832 年に、コネチカット州に鉄道問題を扱う専門の委員会が設置されたのを起点に、鉄

道にたいする規制が始まった｡1860 年までは、わずか 4 つの州にこうした委員会が置かれた

に過ぎなかったが、1869 年にマサチューセッツ州が諮問委員会を設置し、この委員会が成

果をあげた後は、その数は急速に増えた｡1887 年までに、14 州がマサチューセッツ州の委

員会にならって、規制に取り組むようになった｡ 

 規制に熱心な委員会は中西部の委員会であった。この地域では、鉄道が過剰に建設され、

商人や農場経営者に対する鉄道運賃の割引競争が激化した。シカゴのような大規模な貨物

集積地向けに設定された鉄道運賃は、地方の商人を激怒させ、1860 年代に、反差別、反鉄

道、反独占立法を推進させた。1870 年代に入ると、差別運賃に怒った農場経営者たちが、

後に「グレンジ」(Grange)として知られる組織である農業擁護者会(Patrons of Husbandry)に
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加わり、鉄道規制の必要性を訴えるようになった。 

多くの州の農場経営者や商人は、より明確な規制を求め、イリノイ、アイオワ、ミネソ

タ、ウィスコンシンなどの各州で、いわゆるグレンジャー法(Granger Law)を成立させ、州に

よる鉄道規制を実現した。 

鉄道各社は、州による規制を変えさせようとして、合衆国憲法第 14 修正条項を根拠にグ

レンジャー法の違憲性を争って各州で訴訟を起こした。この一連のグレンジャー訴訟事件

に対して、1877 年のマン対イリノイ裁判（Munn v. Illinois）において連邦最高裁判所は、鉄

道各社は「公共の利益で成り立っている」ので、合衆国憲法第 14 修正条項における法の適

正な過程による保護を受けない、との判決を下した。つまり、連邦法の適用外の事項であ

り、各州は鉄道規制を行なうことができるというのである。 

 ところが、1886 年の ウォバッシュ対イリノイ裁判（Wabash, St. Louis and Pacific Railroad 

Co. v. Illinois）における連邦最高裁判決では、このグレンジャー訴訟の判決が覆えされた。

イリノイ州とニューヨーク州の境界地域における、イリノイ州による州際料金規制の権利

を否定した理由を、裁判所は次のように述べている。州際通商の規制を行うなら、それは

合衆国憲法における州際通商条項8
 にもとづき、連邦議会によって規制法を制定して行われ

なければならない、と。これら 2 つの判決は、合衆国憲法に照らし合わせて、鉄道規制を

行う権限主体は連邦なのか州なのか、といった根本的な問題を提起することになった。 

 

州際通商法と州際通商委員会 

1886 年頃になると、前項で見たように、鉄道規制を巡る判決が、鉄道会社にとって有利

な結果となったことを受けて、農場経営者、商人、実業家たちは新たな規制を要求するよ

うになり、鉄道経営者らはそれを受け入れざるを得なくなった。そして 1887 年には、連邦

レベルの鉄道規制法となる、州際通商法の制定にむけた動きが連邦議会ではじまった。グ

レンジも農民連盟も、法律の制定には直接的な影響力を与えなかったが、グレンジャー法

がこの連邦法の成立に大きな影響を与えたことは明らかである。 

 1887 年 2 月 4 日、クリーヴランド大統領が州際通商法にサインした。5 名の委員からな

る州際通商委員会（ICC）も同時に発足した。この法律が違法としたのは、鉄道会社による

                                                   
(8) 合衆国憲法第 1 章第 8 節 3 項の規定。州際通商条項 (interstate commerce clause)と呼ばれている。この規

定は、州際通商条項について、これを連邦法で定めることができるとしている。逆にいえば、州際通商に

関すること以外は、連邦法で規定することができないことを意味する。この条項は、アメリカ建国当初に

みられた連邦政府の権限を制限する立場にたつ考えを反映したものである。 



8 

一種のカルテル行為であるプールと、特別運賃の設定や長短距離輸送運賃設定などの不合

理な価格差別であった。州際通商法により、料金は事前に公表されたものによって決めら

れねばならず、「合理的で適切」でなければならないとされた｡委員会の委員は、鉄道会社

と関係のない者の中から、大統領によって選任され、上院議会において承認をうけた。任

期は６年とされた。同一の政治政党に属する委員は３名だけであった。ICC には、鉄道会社

に年次報告書の提出と、同一の会計制度の使用を求めるとともに、州際通商に従事する鉄

道会社を調査し、参考人に証言を求め、関係書類を押収する権限を与えられた。鉄道会社

が ICC の命令と決定に従わなかった場合は、委員会は当該地区の合衆国巡回裁判所に、「本

件を審理し、判決を下す」ように請願することができるとされた。 

 しかし、州際通商法の一部には、あいまいさが残った。鉄道会社のプールは違法である

が、共通運賃の設定は合法であり、違法ではなかった。州際通商法には長短距離輸送運賃

設定の悪用を禁止した「実質的に同様の条件のもとで」という一文が設けられたが、サー

ビス料金体系はこの法律の規制をうけなかったので、合理的で適切な料金の決定は困難で

あった。 

ICC の権限は必ずしも明確ではなかったが、潜在的には規制を行うのに十分な権限を与え

られていた。最高裁判所という後ろ盾を持つ委員らは、鉄道会社による権利の濫用を排除

し、国内輸送体制を整えた。しかし、州際通商委員会は、人々の救済よりも、むしろ鉄道

会社を困らせることに注力することもあった。 

 1887 年に州際通商法が施行されてまもなく、多くの不平や不満、疑問などが ICC に寄せ

られた。最大の問題は、長短距離輸送に関する条項、つまり、法律の第４項が運用される

と何が例外となるか、という点であった。この問題は、水上輸送との競争が長距離におけ

る運賃値下げの要因となっている南部において、重大な意味をもった。ICC は、同年 6 月

15 日のルイビル対ナッシュビル裁判（Louisville v. Nashville）において、まず判定しなけれ

ばならないのは、状況によって、短距離料金よりも長距離料金を低く設定することを正当

化できるかどうかだ、という全会一致の声明を発表した。次いで、委員長が示した回答は、

第４項における例外は、規制を受けない輸送業者（水上輸送、外国および州内鉄道輸送業

者）と競合するときのみ、あるいは「極めてまれな」事例においてのみ適用される、とい

うものだった。もし、鉄道会社が差別的な料金を選択し、それを顧客に要求したのであれ

ば、料金差別が正当であることを証明するか、さもなければ、５千ドルの罰金を支払わね

ばならなかった。鉄道当局はこの決定を喜んで受け入れ、また、多くの船会社はこれによ



9 

り利益を得ることが可能になった。 

 このようにして、法律の定義づけの作業を行いつつ、また法の改正によってその弱点を

補いながら、州際通商法による鉄道規制は行われた9。 

 州際通商委員会は、1914 年に設置される連邦取引委員会のモデルとなった。先にみたよ

うに、州際通商委員会のような独立規制委員会は、事態の推移に流動的に対応できるとい

う特徴をもつ。法律による規制では、当該事例の是非は、裁判を経て、裁判所の判断を待

たねばならないが、州際通商委員会を介入させる鉄道規制の場合では、たとえば、違法性

のある料金設定について、裁判によって違法性を問うのではなく、委員会の指導によって

事前に適正な料金となるように改める命令を与えるなどの指導が可能であった。つまり、

州際通商委員会は、事後規制ではなく、事前規制を可能としたのである。これにより、企

業の側にとっても、経営計画が立てやすくなり、事後的に違法性を問われることによる損

失を回避することが可能となった。経済規制法は、消費者である利用者のみならず、その

運用の仕方次第で、企業にとっても有益な意味をもつと言える。 

 

第２章 連邦取引委員会の設置 

 先にみた鉄道規制においては、州際通商委員会が設置され、より効果的な規制が行われ

るようになった。しかし、鉄道以外の独占一般に関する規制については、連邦レベルのシ

ャーマン法が 1890 年に制定されたとはいえ、州際通商委員会のような独立規制委員会が設

置されることは無く、規制の効果が十分とは認められなかった。こうした状況が変わるに

は、1914 年の連邦取引委員会の設置を待たねばならなかったのである。 

 

                                                   
(9) ICCの主な仕事は鉄道規制にあったが、1935年以降は、自動車にも関与するようになった。1893年には、

安全管理を謳った鉄道安全設備法が追加され、1967 年に新しくできた運輸省に移管されるまで、ICC に安

全管理の権限が付与された。1906 年のヘプバーン法では、ICC に料金設定の権限が与えられ、裁判によら

ない命令を可能とし、ICC の司法権はパイプラインや運送会社にまで及んだ。1920 年のエッシュ・カミン

ズ法（Esch-Cummins Railway Act）では、鉄道の最高運賃と最低運賃を規定する権限が ICC に与えられ、よ

り効率的な経済活動のできる規模となるよう、鉄道会社の再編を促した。1888 年に与えられた、電信、電

話、ケーブルに及ぶ権限は、1934年に連邦通信委員会に移管された。1935年の自動車輸送法では、ICCの

鉄道規制を行なう権限が拡大した。1940 年の輸送法では、水運規制への権限が広まった。1970 年の鉄道

旅客法では、全国鉄道旅客公社（Amtrak）が設立され、ICC の支援のもと、政府企業の旅客輸送業への参

入が可能となった。こうして州際通商法は、その規制対象を、当初の鉄道から、広く運輸全般にまで拡大

したのである。しかし、それゆえに規制は細分化されて権限は個別の委員会に移され、ICC の権限は大幅

に縮小された。そして、1995 年、残された権限は陸上輸送委員会に移譲され、ICC は廃止された。 
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１．株式会社局の設置10
 

1890 年、連邦レベルにおいて最初の反トラスト法であるシャーマン法が制定された。こ

の法律は、19 世紀末における企業合同運動の活発化を背景にして、当時トラストと通称さ

れた巨大企業の連合体による独占行為を禁止･処罰することを目的として制定された。しか

し、同法の制定によって、当時大きな社会的政治的問題になっていたスタンダード・オイ

ルのような企業連合体にただちに違反命令が下されたわけではなかった。また、シャーマ

ン法のもとでの訴訟件数もそう多くはなかった。シャーマン法のもとでは、競争を阻害す

るような独占的行為を個別事例ごとに判断するという「合理の原則」を確立することによ

って、企業組織体を巨大であるがゆえに違法としない方向での同法の適用が定着しつつあ

った。しかし、裁判を経て独占的行為か否かを判断することに変わりはなく、規制のあり

方としてはむしろ事後的なものであった。こうした事後的規制にたいしては、企業家たち

の間に、事前的な規制の方を望む声が広がっていた。一方、独占を告発する立場にある行

政は、シャーマン法の不備を補うために追加的な立法が必要であるとして、調査のための

委員会の設立を志向していた。 

1900 年代に入ると、シャーマン法に拠らずに、トラストに関する情報収集と調査を専門

とする機関を通じてトラストの行動を監視することを内容とする規制改革案が登場してく

る。すなわち、事後的に独占行為を罰するのではなく、事前にそれを規制しようとする動

きが、独占一般の規制についても現れたのである。シャーマン法の制定以後に現れた企業

規制に関する各種の提案に共通しているのは、シャーマン法では現実に十分対応できず、

何らかの方法で企業の活動内容を事前に把握してこれを管理する必要がある、というもの

であった。いずれの提案も、企業情報の収集の必要については認めているが、そのための

手段については、会社法の改正や監督官庁あるいは規制委員会によって行われるとするな

ど、見解はさまざまであった。そして、こうした議論を背景に、1901 年から株式会社局の

設置が連邦議会で議論され始める。 

19 世紀後半に、他の国に先駆けてアメリカで起きた企業結合の急増と企業の巨大化は、

生産性の向上をもたらすと同時に、トラストや巨大企業による独占的な価格設定を可能に

した。この価格設定のメカニズムを明らかにし、また、独占的な価格設定を未然に防ぐ、

すなわち事前規制するには、それに特化した調査体制を整える必要があった。 

                                                   
(10) この項における記述は、拙稿「アメリカ合衆国における独占規制政策の展開(1903-1914 年)－株式会社

局から連邦取引委員会へ」『エコノミア』56(2)、2005 年、pp.19-38 を参照している。 
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また、20 世紀初頭のアメリカでは、「革新主義運動」と一般に呼ばれる社会改革運動が全

国レベルで展開していた。革新主義運動の掲げる改革はきわめて多様であったが、その改

革要求のひとつに、連邦政府による企業規制の強化があった。株式会社局は、この革新主

義運動とのかかわりのなかで、セオドア・ルーズベルト大統領によって、商務労働省の誕

生とともに、企業活動にかんする調査を担当する一部局として同省の内部に設置されたの

である。 

株式会社局が実際に活動するようになると、その調査のもつ独占行為抑止効果、つまり、

株式会社局の調査対象となったことによって企業が違法行為を自粛したり、調査結果の公

表を望まない企業が自発的に違法行為を改めるといった、企業による自主規制も期待され

るようになった。 

しかし現実の調査においては、株式会社局による調査結果の利用が問題となった。司法

省による反トラスト訴訟のための調査対象と、株式会社局による調査対象が重なった場合

に、司法省が訴訟目的のための調査情報の利用を株式会社局に求めたのである。そもそも、

株式会社局の調査結果の利用は立法勧告を目的としており、訴訟を目的としてはいなかっ

た。それにもかかわらず、株式会社局の調査結果は次第に訴訟にも利用されるようになる。 

一方、株式会社局の調査結果を公表するか否かを決定するのは、大統領一人に委ねられ

ていたので、訴訟のための利用を許可するにしても、行政府の最高責任者である大統領の

恣意や個人的な判断が入り込む余地があった。 

 

２．連邦取引委員会の設置11
 

株式会社局は調査活動を本来の目的とするが、同局が調査を実施する過程で、企業が違

法行為を自粛したり、調査結果の公表を望まない企業が自発的に違法行為を改めるといっ

た、独占抑止の効果が生じた。一方で、株式会社局の調査は司法省による訴訟のための調

査と競合したために、司法省側から、同局の調査結果を訴訟目的に利用しようとする動き

が生じた。また、調査結果を開示するか否かの判断は大統領一人に委ねられていたので、

調査結果の利用にあたって大統領の恣意が入り込む余地があることが問題となった。こう

して、行政の一部局にすぎない株式会社局の立場に限界が生じたのである。 

このような株式会社局の抱える諸問題を解決するために登場したのが、1914 年に設置さ

                                                   
(11) この項における記述は、拙稿「アメリカにおける連邦取引委員会の設立(1914 年)－トラスト規制をめぐ

る議論を中心に」『アメリカ経済史研究』(6)、2007 年、pp.1-20 を参照している。 
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れた連邦取引委員会であった。連邦取引委員会は、株式会社局とは違って、トラスト行為

の排除を命じることのできる準司法的権限を付与されており、大統領権限から独立した「独

立規制委員会」であった。この制度のもとでは、情報の公表問題には大統領は関与できな

くなり、また、司法省との権限の重複もなくなった。こうしてシャーマン法による事後規

制と連邦取引委員会による事前規制という、今日まで続くアメリカに独自のトラスト規制

制度が誕生したのである。なお、廃止された株式会社局の組織の大半は連邦取引委員会に

引き継がれた。また、株式会社局の内部に蓄積された企業調査の実務経験も連邦取引委員

会に継承されることとなった。 

連邦取引委員会の構成は、先に見た州際通商委員会とよく似ている。連邦取引委員会を

構成するのは 5 名の委員である。各委員は、大統領が上院の助言と同意を得て任命し、5 名

の委員のうち 3 名以上が同一政党の党員であってはならないとし、また、その任期は 7 年

である。ただし、設立当初に限っては委員ごとに 3 年、4 年、5 年、6 年および 7 年と任期

が異なる。委員の任命と任期に関するこのような規定は、原則として、任期が 4 年である

大統領の影響力が委員会全体におよぶのを避けることを目的としている。これは、同委員

会の前身である株式会社局が大統領の強い影響下にあったのとは対照的である。また、委

員ら個人の利害が連邦取引委員会の活動に影響するのを避けるために、委員は、他の事業

または職業を営み、もしくは他の職に就いてはならないとしている。また実際には、任期

途中で委員の職を辞する場合もあったため、委員の任命に対する大統領の影響力が原則と

おりに分散するとは限らなかったといえる。 

連邦取引委員会が株式会社局とは異なるのは、司法的権限を行使できる点にある。そう

した権限は「通商における不公正な競争方法」に対して行使され、不公正な競争方法があ

ると認められた場合には、審判手続をとることができ、また、明らかな違法行為にたいし

ては差止め命令を発することができるとする。 

このように、連邦取引委員会は独占規制における新たな規制権限を付与されて登場した

のであったが、革新主義期における連邦レベルの政治を代表する大統領たちが同委員会の

設立に関与したこともあり、それが連邦取引委員会に表向きの顔とは異なる評価を与えた

との指摘もある。つまり、連邦取引委員会は、巨大企業を公的機関の一定のコントロール

のもとにおくことによって、巨大企業に向けられた社会の厳しい批判をかわすと同時に、

巨大企業にたいする大統領の影響力を確保するための手段として設置された、というので

ある。こうした負の評価は、おそらく、連邦取引委員会法が「不公正な競争手段の禁止」
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を定めるのみで、具体的な違法行為について定めていなかったことに起因するものである

と考えられる。では、なぜこのような法律が制定されることになったのか。 

連邦取引委員会法の制定をめぐる議論には、独占規制に関して 2 つの異なる論点があっ

た。ひとつは、何を基準に独占を認定するか。いまひとつは、どのような方法で独占を規

制するか、である。議論の末、連邦取引委員会には、独占を処罰するのではなく、法律に

違反していないかどうかの判断を実態に即して行うことを可能にする、という役割を与え

ることで決着したのであった。これこそが、連邦取引委員会のおおきな特徴の一つであっ

た。 

 

第３章 戦後占領政策と独占禁止法 

 現在、日本における独占規制政策は、1947 年に成立した独占禁止法を基軸に行われてい

る。そこでの規制の特徴は、アメリカの連邦取引委員会と類似の公正取引委員会が設置さ

れている点にある。当然のことながら、戦前の 1945 年以前の日本には、公正取引委員会は

存在しなかった。そもそも欧米諸国に比べて、経済的に後発国であった日本では、産業の

発展を目的として、独占の組織化が政府により積極的に後押しされてきた背景がある。と

くに戦前には、「財閥」と呼ばれる独占が日本経済の中枢を握っていた。このような状況の

もとで、戦後の日本において、独占を規制するために、アメリカの連邦取引委員会と類似

の委員会を設置することは、様々な方面からの抵抗があり容易なことではなかった。 

ここでは、アメリカによる戦後の占領政策のなかで、独占禁止政策が採用されるに至っ

た理由と、その実施にあたっての経緯を確認し、いかにして公正取引委員会が設置された

のかを明らかにする。 

 

１．占領機構とアメリカ 

 日本における戦後の占領政策は、どのような形で遂行されたのか。戦後の独占禁止政策

を方向付けることになる対日占領政策について確認してみよう12。 

 日本の戦後は、1945 年 7 月 26 日に日本に対して発せられた降伏勧告の宣言である「ポツ

                                                   
(12) 対日占領政策に関する基本的事実の記述は、主として、大蔵省財政史室編『昭和財政史:終戦から講和

まで（１）総説：賠償・終戦処理、（２）独占禁止、（３）アメリカの対日占領政策』（東洋経済新報社、

1984 年、1981 年、1976 年）、通商産業省・ 通商産業政策史編纂委員会編『通商産業政策史 第 2 巻 第 1

期 戦後復興期（１）』（通商産業調査会、1991）、および『日本大百科全書』（小学館、2001 年）に基

づいている。 
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ダム宣言」13
 を、同年 8 月 14 日に日本が受諾したことにより始まる。ポツダム宣言の受諾

により、日本占領のための連合国軍最高司令官総司令部（General Headquarters of the Supreme 

Commander for the Allied Powers, GHQ）が設置され、占領政策がとられた。 

ポツダム宣言は、アメリカ、イギリス、中国の三国政府首脳の連名によるものであった

が、ほぼアメリカの意向を反映して作成されていた。このことは、アメリカ大統領が、ソ

連側からの最高司令官指名権を保有したいという要求を拒否して、連合国軍最高司令官に

アメリカ軍人マッカーサーを指名した14
 ことからも分かる。また、連合軍といっても、イ

ギリス連邦軍の参加はわずかであり、総司令部のスタッフは、ほぼアメリカ軍人と民間人

から構成されていた。このように、日本の占領政策は、連合軍による占領といえども、当

初からアメリカが主導権を持っていたのである。 

 しかし、形式的には連合国による占領であるため、連合国による日本占領政策決定機関

が必要である。アメリカは当初、1945 年 8 月 21 日に、イギリス、中国、ソ連に対して極東

諮問委員会（Far Eastern Advisory Commission, FEAC）をワシントンに設置することを提案し

た。同委員会は単なる諮問機関として位置付けられており、アメリカ以外の連合諸国に対

日占領政策の決定権を持たせないようにするためのアメリカの意向が読み取れるものであ

った。これに対しイギリスは、オーストラリアを加えた 5 カ国からなる対日管理委員会を

設置することを要求した。またソ連は、9 月のロンドン外相会議で 4 カ国による管理委員会

の設置を要求した。不満をもつソ連はアメリカが提案した委員会への参加を拒否した。こ

のような事情から連合国機構の設置は遅れた。アメリカはソ連不参加のまま、イギリスの

合意を得て、11 カ国による FEAC の設立を目指し、10 月 30 日に第 1 回会合をワシントン

で開催したのだった。その後、アメリカ、イギリス、ソ連の 3 か国の外相会議が 12 月にモ

スクワで行われ、FEAC に代わって極東委員会（Far East Commission, FEC）と対日理事会

（Allied Council for Japan）の設置についての合意がなされた。アメリカの意向により極東委

員会がワシントンに置かれたので、その出先機関として対日理事会が設けられたのであっ

                                                   
(13) ポツダム宣言は全部で 13 項からなり、日本がこのまま戦争を継続すれば日本の国土は完全に荒廃して

しまうこと（3 項）、いまや日本は壊滅への道を続けるかそれとも理性の道を歩むかを決定すべきである

こと（4 項）を述べ、連合国が要求する戦争終結の条件として次のものを掲げている。（1）軍国主義の除

去、（2）日本国領土の占領、（3）カイロ宣言の条項の履行、および本州、北海道、九州、四国および連

合国が決定する諸小島への日本の主権の制限、（4）日本国軍隊の完全な武装解除、（5）戦争犯罪人に対

する厳重な処罰、ならびに民主主義の確立、（6）賠償の実施と平和産業の確保。またこの宣言は、以上の

諸目的が達成され、日本国民の自由に表明された意思に従って平和的な傾向をもった責任ある政府が樹立

された場合には、ただちに占領軍を撤収することを明らかにしている（12 項）。（深谷満雄「ポツダム宣

言」『日本大百科全書』小学館、2001 年） 
(14) 『通商産業政策史 第 2 巻』p.49. 
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た15。 

 極東委員会は、当初から参加が想定されていたアメリカ、イギリス、ソ連、中国に加え、

他 7 か国から構成される委員会となった。極東委員会での事項の採決は、先の 4 か国に拒

否権行使を認めていたので、採決が必ず行われるという保証はなかった。しかしアメリカ

は、緊急事態が発生した際には、最高司令官に「中間指令」を発する権限を与えられてい

たので、極東委員会は、実質的にはアメリカが当初構想した助言機関としての性格をもつ

委員会であったといえる。 

 対日理事会は、極東委員会で拒否権をもつ 4 か国からなる代表が、占領政策について最

高司令官と協議し助言を与える機関として東京に設置された。しかし、最高司令官のマッ

カーサーは、理事会の初会合の場で議長としての開会挨拶を行った際に、理事会の機能は

助言に限られ、統治責任を分担するものではないことを述べ、議長に代理を指名して退席

してしまった。以降マッカーサーは理事会には代理を送るのみで自身は出席することなか

った。 

以上のように、1946 年 2 月に政策決定最高機関として極東委員会が、同年 4 月に最高司

令官の諮問機関として対日理事会が設置されたが、アメリカが最高司令官に「中間指令」

を発する特権が認められており、対日占領政策においては、アメリカの意向をつよく反映

させることのできる仕組みが整えられたのである。 

では、アメリカにおける対日政策決定のメカニズムはどのようになっていたのだろうか。 

対日政策決定の最高意思決定者は大統領であり、大統領を補佐するのが、1944 年 12 月に

アメリカ政府内部の意見調整をするためにすでに設置されていた国務・陸軍・海軍三省調

整委員会（State-War-Navy Coordinating Committee,SWNCC
ス ウ ィ ン ク

）と、統合参謀本部（Joint Chiefs of 

Staff, JCS）、連合国軍最高司令官であった。 

総司令部の機構は、参謀部と幕僚部に分かれていた。参謀部は、第一部（人事）、第二部

（情報）、第三部（作戦）、第四部（後方）の四部に分かれ、とくに諜報（ちょうほう）、保

安、検閲などを任務とする第二部（G2）が占領政策に大きな発言権をもっていた。また幕

僚部は、政治行政の全般を担当した民政局（GS）、財閥解体など経済行政を担当した経済科

学局（ESS）、教育・文化政策を担当した民間情報教育局（CIE）、農地改革を進めた天然資

源局（NRS）などからなっており、とくに、民政局は、占領初期の憲法改正、警察改革、地

方自治の推進、選挙制度改革など「非軍事化・民主化」政策を推進した GHQ 内の中枢部局

                                                   
(15) 『昭和財政史（１）』p.85. 
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であった16。 

なお、冷戦の開始に伴い、初期の占領政策が転換し始めると、GHQ 内部の、とくに G2

と GS の対立が表面化するが、反共的な軍部右派を代表する G2 の発言権が増大していくこ

とになる。そして、1951 年、朝鮮戦争に関して、マッカーサーがトルーマン米大統領と衝

突し、解任され、M・B・リッジウェーが最高司令官に任命された。1952 年 4 月、講和条約

の発効と同時に、GHQ は廃止されることになった17。 

 

２．アメリカの初期対日占領政策方針の決定 

 対日占領機構は、アメリカの意向がつよく反映される仕組みとなっていた。したがって、

戦後日本における諸改革を検討するには、アメリカの対日占領政策が重要な意味を持つこ

とになる。ここでは、後の日本の独占禁止法の制定と関係のある対日占領政策の内容につ

いて確認する18。 

アメリカが対日占領政策の検討を始めたのは、太平洋戦争が終わるより以前、太平洋戦

争開戦直後のことであった。それは、大統領・国務長官の諮問機関として「戦後外交政策

諮問委員会」（ACPEP）の設置に始まる。この委員会には、経済再建、経済政策、政治問題、

領土問題、安全保障、国家機構に関する分科会が設けられた。本格的な検討が始まるのは、

1942 年 8 月に国務省特別調査課に「東アジア班」が設けられてからである。なお、この東

アジア班の主査には、のちに極東委員会アメリカ代表となるクラーク大学教授ブレークス

リーが加わっていた。 

東アジア班によってまとめられた報告類は、前述の ACPFP に送付され検討された。これ

ら文書は、いまだ占領政策を決定づけるものではなかったが、個別文書には、独占禁止法

と関わりのある財閥解体等がすでに取り上げられていた。 

 さらに 1943 年 10 月には国務省に「極東地域委員会」（FEAC）が設置され、ここでの検

討結果は、同省最高幹部からなる「戦後計画委員会」に移され政治的な考慮を反映させた

後、国務省の最終統一見解として決定された。このうち、1944 年 5 月に作成された「日本

に関する合衆国の戦後目的」は、1945 年 9 月に発表されたアメリカの対日占領政策におけ

る正式な基本原則となった「降伏後における米国の初期対日方針」の骨格となるものであ

                                                   
(16) 山田敬男「連合国最高司令官総司令部」『日本大百科全書』小学館、2001 年。 
(17) 同上。 
(18) この項に関する基本的事実の記述は、とくに断りのない限り、既出の次の文献に依拠している。『昭和

財政史:終戦から講和まで（１）総説：賠償・終戦処理』pp.75-118. 
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った。 

 1944 年 12 月には前出の国務・陸軍・海軍三省調整委員会（SWNCC）が設置され、３省

の案が調整されたのち、アメリカ政府の正式決定として確定された。なお、具体案は、こ

の委員会の下部機構として設置された極東小委員会で作成された。 

 ポツダム宣言発表直前の 1945 年 4 月には、陸軍省は SWNCC に対し、ポツダム宣言の趣

旨に添うよう修正された対日占領政策の基本方針の作成を要請し、これに基づいてアメリ

カの初期対日方針の要綱が作成された19。こうして 6 月に決定された「初期方針」

（SWNCC-150/1）は、修正ののちトルーマン大統領の承認を経て「ホワイトハウス指令」

（SWNCC-150/4/A）として 9 月 22 日に公表された。同月 24 日には日本の新聞に発表され、

「降伏後における米国の初期対日方針」として初めて占領政策の全体像が示された20。 

 このなかで、占領管理の「究極の目的」は「米国ノ脅威」と「世界ノ平和及安全ノ脅威」

の防止と「平和的且責任アル政府」の樹立にあり、これを実現するためには、軍国主義や

超国家主義を排除し、政治、経済など各分野での「非軍事化・民主化」を推進すること必

要であるとされた21。初期方針には次のような内容が含まれていた。第 1 に、占領行政は既

存の日本政府機関を通じて行う間接統治とすること、第 2 に、信教の自由、言論・政党活

動の自由化、政治犯の釈放などの基本的人権の保障の強化、第 3 に、産業および金融の大企業
c o m b i

結合体
n a t i o n

の解体、第 4 に、民主主義革命の支持、というものであり、SWNCC は、予想に反し

て日本が早期に降伏したため、「初期方針」以外の政策については、ほとんど本格的な検討

をしていなかった22。 

 10 月 11 日、マッカーサー司令官は「五大改革指令」を日本側に指示し、先の初期方針の

具体化に取り掛かった。五大改革とは、（１）選挙権付与による婦人の解放、（２）労働組

合の組織化の促進、（３）より自由な教育を行うための措置、（４）秘密警察の廃止、（５）

独占的産業組織が存立するような経済機構の民主化、からなるものであった。なかでも 5

つ目の項目は、経済活動における諸改革へと発展し、本稿との関わりでいえば、独占禁止

法の制定へとつながる重要な意味をもつ指令であった。 

                                                   
(19) 1945年 7月から 8月にかけて開かれたポツダム会談において、アメリカ・イギリス・ソ連の三カ国が対

日処理に関する共同基本政策の最終調整を行ったが、その際に、イギリス代表の意見によって、連合国の

日本占領は直接統治ではなく、間接統治となることが設定した。これを受け、アメリカの初期対日方針も、

対日占領は間接統治方式とすることなどの修正が行われた。『昭和財政史（１）』p.78. 
(20) 竹前栄治『GHQ』岩波新書、1983 年、pp.83-84. 
(21) 山田敬男「対日占領政策」『日本大百科全書』小学館、2001 年。 
(22) 竹前栄治『GHQ』p.84. 
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３．経済改革 

 マッカーサー司令官により発せられた「五大改革」のうち経済的諸改革として具体化さ

れたものには、財閥解体、農地改革、労働改革などがあった。そのなかで財閥解体は、独

占禁止と密接な関わりを持つことになる。ここでは、財閥解体がいかなる経緯を経て実行

され、どのようにして独占禁止へと発展したのかについて確認する。 

 アメリカの財閥に対する関心は、早くも 1943 年の国務省作成の「戦後日本の経済的考案」

という公の文書において、農地改革とともに、財閥解体の必要性を取り上げた個所にみる

ことができる23。とはいえ、この文書は、農地改革と財閥解体等の改革を通じて国内市場を

開発することで日本の経済力の回復が可能であるという観点からこの問題を取り上げてお

り、日本の財閥についてはむしろ寛大な立場にたっているといわれている24。これに対し、

日本の財閥は軍部とならんで、日本の侵略主義を推進し、また日本における企業の自由な

発展を阻害してきたので、日本の非軍事化と民主化のためには財閥の解体が必要であると

いう考え方も、戦後日本の処理案に関わったグループのなかにみられ、こちらの方がむし

ろ一般的であったといえる25。 

 結局、日本の財閥についての対応は、1945 年 9 月に公表された「初期方針」において「日

本ノ商工業ノ大部分ヲ支配シ来リタル産業上及金融上ノ大『コンビネーション』ノ解体計

画ヲ支持スベキコト」と述べられ、11 月 3 日に公表された「日本の占領および管理に関す

る降伏後初期の基本指令」において「日本の経済制度の民主化」のための政策に集約され

た26。こうして財閥解体の方針が固まり、そのための具体的な調査が行われることとなった。 

 

４．独占禁止法の制定―公正取引委員会の設置に関連する動き 

独占禁止法の制定は、戦前の日本における財閥の解体から始まることとなった。ここで

はその経緯をたどる27。 

財閥解体の具体化は、連合軍最高司令官から日本政府宛覚書（「持株会社解体に関する日

本政府提案」）が出され、これに対し、GHQ が「持株会社解体に関する件」（SCAPIN-244）

                                                   
(23) 『昭和財政史（１）』p.115. 
(24) 同上。 
(25) 同上。 
(26) 同上。 
(27) この項に関する基本的事実の記述は、とくに断りのない限り、次の文献に依拠している。大蔵省財政

史室編『昭和財政史：終戦から講和まで（２）独占禁止』東洋経済新報社、1981． 
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によって大筋で承認、日本政府が行政措置、ついで立法措置をとる、いう順序で行われた。 

1946 年 1 月 7 日、財閥解体に関して、これを全面的に検討するための顧問団が来日した。

この顧問団の名称は、「日本財閥に関する調査団」(the Mission on Japanese Combines）という

ものであり、エドワーズ調査団と通称される 8 名からなら調査団であった。この調査団は、

国務省のカルテル関係顧問であり、ノースウェスタン大学経済学部教授でもあるコーウィ

ン・エドワーズを団長としていた。この他の人員は、ロバート・ダウキンズ（連邦取引委

員会法律顧問）、ウィリアム・ディクソン（司法省反トラスト部、司法長官特別補佐官）、

ジェームス・ヘンダーソン（司法省反トラスト部、司法長官特別補佐官）28、Ｒ・ハンター

（連邦電力委員会法律顧問、オハイオ州立大学法学部教授）、サミュエル・ニール（司法省

反トラスト部、司法長官特別補佐官）、レイモンド・バーノン（証券取引委員会、証券取引

部副部長）、ベンジャミン・ウォーレス（関税委員会特別顧問）らによって構成されていた。

彼らはいずれも、反トラスト法の適用に関わる部署に属していたり、連邦取引委員会やこ

れと同種の独立規制委員会に属する人たちであった。 

その後、エドワーズ調査団は、日本の企業結合と他の私的企業支配の集中を効果的に解

体する詳細な政策の勧告報告書（通称「エドワーズ報告書」）を作成し、1946 年 3 月 14 日

に、陸軍省と国務省に報告書を提出した。この報告書には、次のように記されていた。 

「この法律は、政府内の高い位置で活動し、広汎な調査と是正措置の権限を行使でき

る特別機関によって執行されるべきである。日本の反トラスト機関と他の国の同種機

関との接触を準備すること。」 

 つまり、独占禁止法の制定とともに、アメリカの連邦取引委員会のような独立規制委員

会の設置も提起されていたのである。 

 なお、この報告書は、国務省により SWINCC の検討に委ねられ、「日本の過度経済力集中

に関する米国の政策」として立案され、5 月に極東
F

委員会
E C

に提案された。FEC230 文書と呼

ばれるこの政策提案は、総資産・従業員数・営業分野・市場占有率などからみて過度経済

力集中と認定される巨大現業会社の解体をはじめとして、広範な反独占政策を含んでいた。

大財閥の解体を目標にして始まった財閥解体政策は、ここに至り、日本の大企業すべてを

含む独占解体政策へと進展したのであった29。 

 1946 年 4 月 20 日、内閣総理大臣の監督のもと「持株会社整理委員会」が「持ち株会社整

                                                   
(28) 報告書提出後も日本に残り、のちに反トラスト・カルテル課長となる。 
(29) 『通商産業政策史』（１）、p.146. 
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理委員会令」によって強い権限を持つ一種の行政委員会として発足した。この委員会の委

員は、学識ある経験者のなかから内閣総理大臣によって任命された。さらに、その機能を

チェックするための監査委員会が設けられた。なお、この委員は総理大臣により、衆議院

議員のなかから任命され、この委員会での討議の結果は、総理大臣に建議された。持株会

社整理委員会は、のちに独占禁止法の制定にも関係することとなる。 

1946 年夏には、エドワーズ調査団報告書を踏まえて総司令部が、「カイム試案」（An act to 

Promote and Preserve Free and Fair Competition）と呼ばれた反トラスト法案の要綱を日本側に

提示した。これを受け、日本政府内で検討ののち、改正憲法や日本経済の実情に応じて緩

和することを意図した「経済秩序に関する示唆に対する意見（案）」が 10 月 8 日には作成

され、その 2 日後に「経済秩序に関する示唆に対する非公式意見」として総司令部に伝え

られた。 

こうして、独占禁止法の制定に向けた動きが、法案の作成に具体化されることとなる。

以下、独占禁止法の制定に関するその後の経緯を、順を追って確認する。 

11 月 3 日、「独占禁止に関する恒久的制度準備の件」が閣議決定され、本格的に独占禁止

法の制定が目指される。同時に、さきの「持株会社整理委員会」と同一の国会議員をメン

バーとする「独占禁止準備調査会」の設置が決定された。 

11 月 8 日、「不正競争の防止及び独占の禁圧に関する法律案要綱」が商工省企画室により

作成される。しかし同案は、価格・生産数量等に関する協定を結ぶ場合は、法案にその設

置が盛り込まれている「独占禁圧委員会」に届け出の後、委員会が不当な取引と認めなけ

れば許可する、という極めて甘い内容のものであった。とはいえ、「独占禁圧委員会」の名

称がここで登場したことが、後の公正取引委員会の設置へと発展することになるので、こ

の点は重要な意味をもつ。 

商工省が先の案を作成した一方で、経済安定本部は 12 月に、「独占禁止制度要綱に関す

る件（案）」を作成した。これは、アメリカの「カイム試案」に近いものであった。また、

二つの「我国の事情を考慮しつつ主として取締の徹底に主眼を置いた」（甲案）と「取締の

徹底を期しつつ我国の事情を考慮して折衷した」（乙案）が作成され対照された。経済安定

本部が作成した案は、「独占禁止委員会」の管理主体を内閣総理大臣から司法大臣にするこ

と、などの修正が加えられた後、乙案のほうが了解された。そして日本政府は、この案を

総司令部に提出した。なお、商工省の案にみられた「独占禁圧委員会」が、経済安定本部

の案では「独占禁止委員会」へと名称が変更されている。 
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その後、独占禁止準備調査会で公聴会を開き、意見を集約したのち、法律案を作成、司

令部の承認を得て、国会提出、という方針を決める。 

1947 年 1 月 22 日には「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（試案）」が作

成され、続く 28 日には「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律―司令部に提出

するもの」が独占禁止準備調査会によって作成された。これは、2 月 4 日に GHQ に提示さ

れた。 

しかし、反トラスト課はこれを認めなかったので細かい法案修正が続けられた。 

2 月 25 日「修正試案」、3 月 9 日「第三次修正案」、3 月 11 日「第四次修正案」、3 月 15

日「第五次修正案」、3 月 22 日「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律案」とし

て数日を置かずに修正が繰り返され、1947 年 3 月 31 日に「独占禁止法」が成立する。 

独占禁止法の制定と同時に、独占禁圧委員会、独占禁止委員会から公正取引委員会へと

名称を変えた規制委員会が設置されることなった。公正取引委員会設置の具体的作業は、

経済安定本部に準備事務室を設けて作業にあたることとなった。 

公正取引委員会は、内閣総理大臣の所轄におかれ、独立してその職権を行うこととされ

た。なお、アメリカの連邦取引委員会は、大統領からも独立した委員会であった。 

公正取引委員会の構成について、設立当初の規定をここで説明しておこう。公正取引委

員会の委員は 7 名からなり、うち 1 名は委員長である。その年齢は 35 歳以上とされ、法律

または経済に関する学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が、衆議院の同意を得て、

これを任命するとされた。そして、任期は 5 年とされた。第 1 期目の委員の任期は、1 名が

1 年、2 名が 2 年、1 名が 3 年、2 名が 4 年、1 名が 5 年とされ、各委員の退任が同時となら

ないように考慮されていた。なお、65 歳を定年とした。 

このように、公正取引委員会は、委員会の構成や任期などをみると、アメリカの連邦取

引委員会と比較的よく似ているといえる。公正取引委員会の独立性については、同委員会

が内閣総理大臣の所轄におかれるなど、連邦取引委員会と同じような環境にあるとはいえ

なかった。しかし、この点については、公正取引委員会の活動内容を検討し、実際にどの

ような規制を行ったかを検討する必要がある。 

 

おわりに 

 アメリカにおける連邦取引委員会の設置にいたる過程と、日本における独占禁止法の制

定と公正取引委員会の設置の過程をたどった。具体的には、アメリカの連邦取引委員会が、
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どのような歴史的背景をもつ組織なのか、また、どのような特徴を持つ組織なのかを確認

した。そして、日本の戦後の占領政策の過程において、諸政策の策定にアメリカの意向が

大きく反映されることとなった背景を確認した。実際、日本の独占禁止法においては、ア

メリカの連邦取引委員会と類似の公正取引委員会が設置されることになった。しかし、公

正取引委員会の設置に至る過程は、単純なものではなかった。名称一つとっても、当初は

「独占禁圧委員会」もしくは「独占禁止委員会」など、今日の公正取引委員会という名称

とは全く異なっていたし、公正取引委員会の設置に対する産業界からの異論も多く、独占

禁止法に委員会設置の規定を盛り込むのは容易ではなかった。 

本稿では、公正取引委員会の設置に関する詳細な議論には立ち入らなかった。連邦取引

委員会と公正取引委員会については、これらが同種の委員会であることを明らかにしたの

みである。いくつか提出された法案の内容を分析するなど、公正取引委員会の設置過程を

詳細に検討すれば、日本とアメリカの独占規制に対する態度の違いを比較することができ

るだろう。そして、アメリカという経済環境の異なる国で誕生した独占規制の方式が、日

本において成立・定着し、今日に至るまで存続している理由の一端が明らかになるであろ

う。 

また、連邦取引委員会のような独立規制委員会による規制の方式が独占規制の分野のみ

ならず、その他の領域における規制や、アメリカ以外の国にまで広まりをみせている現状

を踏まえると、委員会の設置から数年間の変遷をたどることは、経済規制のあり方を考え

るうえで、有益な示唆を与えてくれるであろうと考えられる。 


